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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Гадалка говорит клиентке:

- Женщина! Вашему мужу грозит страшная опасность. Вы 

скоро станете вдовой!

- Да я знаю... Ты лучше скажи, меня посадят за это или 

нет?

07.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.20 10 +
07.30 ╂けさういけくすに こしうたけかけゅうう
07.50 ╇くすっさくっす-ねおしこっさす
08.15 ╆ょさぇゃしすゃせえ, きぇかにて!
08.40 《せすぉけかぬくけっ けぉけいさっくうっ 〉さぇかぇ
08.50 ┿しすさけこさけゅくけい
09.00 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
09.40 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.55 ┿しすさけこさけゅくけい
10.00 ╁っしすう-しこけさす
10.10 ╁けこさけし ゃさっきっくう
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 》/そ «[¨╉╉╇ 4»
13.05 ′ぇせおぇ 2.0
13.40 ╁っしすう.ru
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 ′っょっかは しこけさすぇ
15.05 》せょけあっしすゃっくくぇは ゅうきくぇしすうおぇ. 

╂さぇく-こさう
17.35 ╇ゃぇく 』っさっいけゃ ゃ こさけゅさぇききっ 

«90x60x90»
18.40 ╁っしすう-しこけさす
19.00 ╇くすっさくっす-ねおしこっさす
19.20 10 +
19.30 ¨すょっか すけゃぇさくけゅけ おぇつっしすゃぇ
20.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.20 ╁っしすう くぇしすけかぬくけゅけ すっくくうしぇ
20.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
20.40 ╁ きうさっ ょけさけゅ
20.55 ┿しすさけこさけゅくけい
21.00 ]っおさっすに ぉけっゃにた うしおせししすゃ
22.05 ╁っしすう.ru
22.25 ╀けおし. ┿かっおしぇくょさ ‶けゃっすおうく 

([けししうは) こさけすうゃ ╋ぇさおけ 》せおぇ
00.40 ╁っしすう-しこけさす
00.55 Top gear
02.00 ′ぇせおぇ 2.0
03.05 ╁っしすう-しこけさす
03.15 ╁っしすう.ru
03.35 ╋けは こかぇくっすぇ

05.00 〉すさけ [けししうう
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 ╁っしすう-〉さぇか. 
〉すさけ

09.05 ] くけゃにき ょけきけき!
10.00 ¨ しぇきけき ゅかぇゃくけき
11.00 ╁っしすう
11.30 ╁っしすう-〉さぇか
11.50 ╉せかぇゅうく う こぇさすくっさに
13.00 〈/し «〈ぇえくに しかっょしすゃうは»
14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
15.05 〈/し «╄そさけしうくぬは. ‶さけょけか-

あっくうっ»

16.00 ╁っしすう
16.30 ╁っしすう-〉さぇか
16.50 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
17.50 〈/し «》けいはえおぇ きけっえ しせょぬ-

ぉに»
18.50 ‶さはきけえ ねそうさ
19.50 ╁っしすう
20.20 ╁っしすう-〉さぇか
20.40 ]こけおけえくけえ くけつう, きぇかにてう!
20.50 〈/し «╊のぉぇ. ╊のぉけゃぬ»
21.50 ╁にぉけさに-2012
22.50 ╃/そ «╊っゃ 〈さけちおうえ. 〈ぇえくぇ 

きうさけゃけえ さっゃけかのちうう». 2 そ.
23.45 ╀けっゃうお «』╄]〈を ╇╋╄ぃ!...»
01.45 ╁っしすう+
02.10 』っしすくにえ ょっすっおすうゃ
02.40 〈/し «╃っゃせておぇ-

しこかっすくうちぇ-3»
04.25 ╂けさけょけお

05.00 〈っかっおぇくぇか «╃けぉさけっ せすさけ»
09.00 ′けゃけしすう
09.05 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
09.40 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.40 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ
11.50 ╅っくしおうえ あせさくぇか
12.00 ′けゃけしすう
12.20 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
13.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 》けつせ いくぇすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
15.20 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
17.05 ]ゃけぉけょぇ う しこさぇゃっょかうゃけしすぬ

18.00 ╁っつっさくうっ くけゃけしすう (し しせぉ-
すうすさぇきう)

18.15 ╁にぉけさに - 2012
18.50 ╃ぇゃぇえ こけあっくうきしは!
19.55 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «‶ぇこぇてう»
22.30 〈ぇすぬはくぇ ╁ぇしうかぬっゃぇ. ぅ せきっの 

ょっさあぇすぬ せょぇさ
23.35 ′けつくにっ くけゃけしすう
00.00 〈/し «]かっょしすゃうっ こけ すっかせ»
00.50 『っさっきけくうは ゃさせつっくうは くぇ-

ゅさぇょ ぇきっさうおぇくしおけえ おうくけぇおぇょっきうう 
«¨しおぇさ-2012»

02.40 〈さうかかっさ «╁╊╄』╄′╇╄»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 〈さうかかっさ «╁╊╄』╄′╇╄». 

¨おけくつぇくうっ

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.30 〈/し «╋けさしおうっ ょぬはゃけかに»
09.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ╁くうきぇくうっ, さけいにしお!
10.55 ╃け しせょぇ
12.00 ]せょ こさうしはあくにた
13.00 ]っゅけょくは
13.25 〈/し «]せこさせゅう»
15.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
16.00 ]っゅけょくは

16.25 ‶さけおせさけさしおぇは こさけゃっさおぇ
17.40 ╂けゃけさうき う こけおぇいにゃぇっき
18.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
19.00 ]っゅけょくは
19.30 〈/し «』せあけえ さぇえけく»
21.25 〈/し «╋っくすけゃしおうっ ゃけえくに - 

5»
23.15 ]っゅけょくは. ╇すけゅう
23.35 ╉させすにっ くせかっゃにっ
00.30 〈/し «╃っすっおすうゃ [ぇて»
01.25 ╉ゃぇさすうさくにえ ゃけこさけし
02.30 』せょけ-かのょう
03.05 〈/し «》けかき けょくけゅけ ょっさっゃぇ»
04.55 〈/し «╋けかけょにっ う いかにっ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈にしはつぇ きっかけつっえ
08.30 ]けしっょう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ‶さうおかのつっくうは «╆¨╊¨〈┿ぅ [╄』-

╉┿»
11.30 ].〉.‶.
12.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
13.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
14.00 ]けしっょう
14.30 ╃/し «┿ゃうぇおぇすぇしすさけそに»
15.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
16.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
16.30 ╁くっ いぇおけくぇ
17.30 ].〉.‶.

18.30 ╇くそけさきぇちうけくくぇは こさけゅさぇききぇ 
«╃っくぬ»

19.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
20.30 ].〉.‶.
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
22.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
23.30 ╂けかにっ う しきってくにっ
00.00 ]きってくけ ょけ ぉけかう
00.30 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
00.55 ‶さうおかのつっくうは «╆¨╊¨〈┿ぅ [╄』-

╉┿»
02.35 〈/し «┿くぇすけきうは しきっさすう»
03.25 ╃さぇきぇ «‶╇[｠ ╁┿╊〈┿]┿[┿, 

╇╊╇ ′¨』を ]¨ ]〈┿╊╇′｠╋»
04.55 ╃/し «┿ゃうぇおぇすぇしすさけそに»

05.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
06.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
06.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
06.30 〉すさけ〈╁
09.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
09.10 ‶けおせこぇは, こさけゃっさはえ!
09.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.40 ╋/そ «╀っょけおせさに»
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
10.20 ]けぉにすうは 〉さ《¨
10.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
11.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
11.10 ╃/そ «╅ういくぬ «』っさくけゅけ おけく-

すうくっくすぇ»
11.40 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう
12.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
12.30 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
12.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
12.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
13.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
13.10 ╃/そ «[っょおうえ ゃうょ» 4 し.
13.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
13.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
14.05 ╃/そ «¨こぇしくにっ こさうおかのつっ-

くうは ¨しすうくぇ ]すうゃっくしぇ»
15.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
15.05 ‶さはきぇは かうくうは. 〈させょけゃにっ 

けすくけてっくうは

15.35 ╃くっゃくうお しこぇさすぇおうぇょに
15.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
16.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
16.05 〈/し «‶ぇょっくうっ うきこっさうう»
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.10 ╂けさくにっ ゃっしすう
17.30 ]っおさっすに しすさけえくけしすう
17.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
18.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
18.10 ╁しっ け ╅╉》
18.30 ‶さはきぇは かうくうは. ╆ょけさけゃぬっ
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.15 ╁にぉけさに-2012
19.45 ╁しっ け ╅╉》
20.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
20.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
20.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
21.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
22.00 〈/し «‶ぇょっくうっ うきこっさうう»
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
23.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
23.40 ]けぉにすうは 〉さ《¨
00.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.45 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう
01.15 ┿しすさけこさけゅくけい
01.20 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
01.50 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
02.20 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.20 ‶さはきぇは かうくうは. ╆ょけさけゃぬっ
03.50 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
04.10 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
04.40 ]けぉにすうは. ┿おちっくす

06.30 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ′ぇぉかのょぇすっかぬ
11.15 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
12.05 ╀っしっょに け させししおけえ おせかぬすせさっ
12.50 ╃/し «╂っけゅさぇそうつっしおうっ けすおさに-

すうは»
13.50 ‶はすけっ ういきっさっくうっ
14.20 ]ぇくすうきっくすぇかぬくぇは ゅけさはつおぇ
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋せかぬすそうかぬき
16.00 ╃/し «╃くっゃくうお ╀けかぬてけえ おけて-

おう»
17.00 V きっあょせくぇさけょくにえ いうきくうえ そっ-

しすうゃぇかぬ うしおせししすゃ ゃ ]けつう

17.55 ╃/そ «╄ゅけ ╂けかゅけそぇ. ′うおけかぇえ 
╁ぇゃうかけゃ»

18.25 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
19.45 ╂かぇゃくぇは さけかぬ
20.05 ╁かぇしすぬ そぇおすぇ. ╆ぇおぇす ╄ゃさけこに
20.45 ╃/そ «‶さけしすさぇくしすゃけ ぃさうは 

╊けすきぇくぇ»
21.30 Aしademia. ぃさうえ ╊けすきぇく
22.05 ╃/そ «ぁょせぇさょ ╋ぇくっ»
22.15 ╇ゅさぇ ゃ ぉうしっさ
23.00 ╃/し «╀ぇぉうえ ゃっお»
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.50 ╋けしす くぇょ ぉっいょくけえ
00.15 ╃さぇきぇ «╂╄′[╇》 VIII». 1 し.
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «‶ぬっさ ]うきけく ╊ぇこかぇし»

06.30 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
06.55 ‶けゅけょぇ
07.00 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 〈/し «╋けは こさっおさぇしくぇは くはくは»
08.00 〈/し «〈ぇすぬはくうく ょっくぬ»
09.00 ‶け ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけかっす-

くうた
10.00 ╃っかぇ しっきっえくにっ
11.00 〈/し «╂さぇそうくは ょっ ╋けくしけさけ»
13.05 〈/し «╂さけきけゃに. ╃けき くぇょっあょに»
17.15 ╃/し «╉さぇしけすぇ すさっぉせっす!»
18.00 〈/し «》うさけきぇくす. ╊うくうう しせょっぉ»
19.00 ╂かぇゃくにっ くけゃけしすう ╄おぇすっさうく-

ぉせさゅぇ
19.25 ‶けしかっしかけゃうっ
19.35 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ

20.00 ‶けゅけょぇ

20.05 ╃っすっおすうゃ «¨╃╇′¨』╉┿»

22.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった

22.30 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»

23.00 ′けゃけしすう-41. ]ゃっさた こかぇくぇ

23.25 ‶けゅけょぇ

23.30 ╉けきっょうは «《¨〈¨ ╋¨╄╈ ╃╄-

╁〉【╉╇»

01.10 〈/し «╉けかけきぉけ»

05.45 ╁おせしに きうさぇ
06.00 ╃/し «╆ゃっいょくぇは あういくぬ»
06.25 ╋せいにおぇ くぇ «41-ょけきぇてくっき»

05.00 ╋/し «〈ぇしきぇくしおうえ ょぬはゃけか»
06.00 ′けゃけしすう 24
06.30 ╆ゃぇくにえ せあうく
07.30 〈/し «╉けきぇくょぇ 』╄»
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 〈さうかかっさ «′╄ ╀[┿〈を ╅╇╁｠╋»
12.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
12.30 ′けゃけしすう 24
13.00 ╆ゃぇくにえ せあうく
14.00 ′っ ゃさう きくっ!
15.00 ]っきっえくにっ ょさぇきに
16.00 ╃っすっおすうゃ «]╊╄╃┿╉╇»

17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ╆ぇゅけゃけさ おせおかけゃけょけゃ: «╉けかぬちぇ 

しせょぬぉに»
19.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
19.30 ′けゃけしすう 24
20.00 ╅ぇょくけしすぬ: «╀っいけすゃっすしすゃっく-

くけしすぬ»
21.00 ╅うゃぇは すっきぇ: «[ぇいせき ゅかせぉうく»
22.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
22.30 ′けゃけしすう 24
23.00 ╀けっゃうお «〉】╄[╀»
01.00 ╀けっゃうお «¨‶┿]′┿ぅ ╂┿-

]〈[¨╊を»
02.45 ╀けっゃうお «『╄‶′┿ぅ [╄┿╉『╇ぅ»
04.30 ╁ つぇし こうお. ‶けょさけぉくけしすう

07.00 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
07.25 ╋/し «‶けおっきけくに: ゅぇかぇおすうつっ-

しおうっ ぉうすゃに»
07.55 ╋/し «[けゅぇ う おけこにすぇ: ゃけいゃさぇ-

とっくうっ»
08.30 ╃/そ «]せこっさつっかけゃっおう»
09.30 〈/し «〉くうゃっさ»
10.40 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
11.40 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あうききう 

′っえすさけくぇ, きぇかぬつうおぇ-ゅっくうは»
12.30 ╋/し «╀っく 10: うくけこかぇくっすくぇは 

しうかぇ»
13.00 〈/し «╀ぇさゃうたぇ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»

14.30 ╃けき-2. Lite

16.05 ╉けきっょうは «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╁╄╂┿-

]╄»

18.00 〈/し «╇くすっさくに»

18.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»

19.00 〈/し «〉くうゃっさ»

20.00 〈/し «╇くすっさくに»

20.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»

21.00 ╉けきっょうは «‶╄[╁┿ぅ ╃¨』を»

23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう

00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ

00.30 «]っおし» し ┿くそうしけえ 』ったけゃけえ

01.00 ╃/そ «╀けゅぇすにっ う けょうくけおうっ»

02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう

03.00 ╄とっ

05.35 ]ぇてぇ + ╋ぇてぇ

06.00 ′っけぉなはしくうきけ, くけ そぇおす

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «′け-
ゃけしすう すっかっおけきこぇくうう «]けのい»

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «‶っさゃけしゃは-
すうすっかぬ»

01.15 «]ゃっす こさぇゃけしかぇゃうは» (╀かぇゅけゃっ-
とっくしお)

01.30, 09.00  «』うしすにえ けぉさぇい»
02.00 «]うきゃけか  ゃっさに» (』っかはぉうくしお) / «╋うさ 

ゃぇてっきせ ょけきせ» (╉せいくっちお) / «》さうしすうぇく-
しおけっ しかけゃけ» (╁うかぬくのし)

02.15, 07.45, 12.30 «╅うゃけっ しかけゃけ»
02.30, 16.30  «〈ゃけさつっしおぇは きぇしすっさしおぇは»
03.00, 13.00, 23.30 «╇ししかっょせえすっ ‶うしぇ-

くうは»
03.30, 13.30 «〉さけおう こさぇゃけしかぇゃうは»
04.00 «╋にしかう け こさっおさぇしくけき» / «‶さぇゃけ-

しかぇゃくけっ ‶けょきけしおけゃぬっ» 
04.30 «╁けいゃさぇとっくうっ けぉさぇいぇ» (]ぇきぇさぇ)
05.00  «╋うさ こさぇゃけしかぇゃうは» (╉うっゃ)
05.45 «╁しすさっつう しけ しゃはとっくくうおけき» (╂け-

きっかぬ)
06.15, 11.45, 18.45 〉 おくうあくけえ こけかおう
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 』うすぇっき ╄ゃぇく-

ゅっかうっ ゃきっしすっ し 『っさおけゃぬの 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 『っさおけゃくにえ 

おぇかっくょぇさぬ

07.00 〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ
07.30, 09.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-

おうくけき かっしせ
08.00 «‶け しゃはすにき きっしすぇき»
08.15 «]かけゃけ こぇしすにさは»  (╊うこっちお)
09.00 «』うしすにえ けぉさぇい»
10.00 «╀っしっょに し ぉぇすのておけえ». ‶けゃすけさ ゃっ-

つっさくっえ こさけゅさぇききに
11.00 «‶さうたけょ»
11.30 ]おけさぇは しけちうぇかぬくぇは こけきけとぬ
12.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (╇けておぇさ-¨かぇ)
12.45 «╀かぇゅけゃっしす» (]すぇゃさけこけかぬ)
14.30 «╁けいゃさぇとっくうっ けぉさぇいぇ» (]ぇきぇさぇ)
15.00   ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

しかけゃけ – ょっくぬ» う «╃っくぬ ゃ 【うておうくけき 
かっしせ»

17.30 «‶さっけぉさぇあっくうっ (¨ょっししぇ)
18.30  «╇くすっさゃぬの っこうしおけこぇ ╊けくゅうくぇ» 

(]ぇさぇすけゃ) / «╀かぇゅぇは ゃっしすぬ» (╉せさゅぇく) / 
«╋うさ ょせてう» (╁かぇょうおぇゃおぇい) 

19.00  «‶かけょ ゃっさに»
19.30, 21.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う ╁っつっさ ゃ 

【うておうくけき かっしせ
19.45 «╁ ゅけしすはた せ ╃せくはてう»
22.00 – (‶さはきけえ ねそうさ) ╀っしっょに し ぉぇすのて-

おけえ
23.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 ]っえつぇし
06.10, 20.00, 20.50 〈/し «]かっょ»
07.00 〉すさけ くぇ «5»
09.25 ╃/し «╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう»
10.30, 12.30 〈/し «〉ぉけえくぇは しうかぇ»

15.00, 18.00, 21.35 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは

16.00 ¨すおさにすぇは しすせょうは

19.00, 19.30 〈/し «╃っすっおすうゃに»

22.25 ╃/そ «[けししうは けす こっさゃけゅけ かうちぇ»

23.15 ╀けっゃうお «‶╄[╄》╁┿〈»

01.00 ╃っすっおすうゃ «‶╄[╄]〈〉‶╇〈を 』╄[〈〉»

04.25 ‶さうおかのつっくうは «[╇]╉ ]〈[╄╊╉┿ 

【┿[‶┿»

06.00 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-
てっぉくうち»

07.00 ╋/し «]けくうお ╇おし»
07.30 ╋/し «‶うくおう う ╀さっえく»
08.00 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!
08.30 〈/し «]ゃっすけそけさ»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈/し «╃っすおぇ»
10.30 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
11.00 〈/し «╁けさけくうくに»
11.30 6 おぇょさけゃ
12.30 ╋/し «]おせぉう ╃せ, ゅょっ すに?»
13.00 ╋/し «┿かぇょょうく»
13.30 ╋/し «〈せすっくてすっえく»

14.00 〈/し «╃っすおぇ»
15.00 ╀けっゃうお «』╄[′┿ぅ ╋¨╊′╇ぅ»
17.00 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
17.30 ╂ぇかうかっけ
18.30 〈/し «╁けさけくうくに»
19.30 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
20.00 〈/し «╃っすおぇ»
21.00 〈さうかかっさ «〈╄╋′｠╈ ╋╇[»
23.00 6 おぇょさけゃ
00.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ
00.30 ╃っすぇかう
01.30 ╉けきっょうは «〉′╄]╄′′｠╄»
03.15 ╀けっゃうお «‶〈╇』╉┿ ′┿ ‶[¨╁¨-

╃╄»
05.20 ╋/し «′ぇしすけはとうっ けたけすくうおう いぇ 

こさうゃうょっくうはきう»
05.50 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

06.20 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
06.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
06.55 ╀ういくっし しっゅけょくは
07.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
09.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ». ′けつくけえ 

ゃにこせしお
09.30 ]すっくょ
09.45 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
09.50 ╀ういくっし しっゅけょくは
09.55 ╃/そ «‶けょきけしおけゃくにっ あせおう»
10.45 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[». 2 し.
12.10 ╋ぇしおう
13.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
15.00 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

16.30 ╋せかぬすそうかぬきに
17.40 ╋っかぬくうちぇ
18.10 ╃/そ «╂けさっ-しすさけうすっかう»
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «〉ぉけえくにえ こけょぇさけお»
20.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
21.00 ╀けっゃうお «[ぁ╃»
23.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
23.30 ]すっくょ
23.45 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
23.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
00.00 ]すさけうき ゃきっしすっ
00.30 ╉けきっょうは «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ-

』╇╉»
02.30 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[». 2 し.
03.35 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

05.00 ╁っしすう
05.10 ╁っしすう さっゅうけく
05.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
05.48 ╇くすっさゃぬの
06.00 ╁っしすう
06.10 ╁っしすう さっゅうけく
06.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
07.00 ╁っしすう
07.10 ╁っしすう さっゅうけく
07.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすう さっゅうけく
08.30 ╆ょけさけゃぬっ し 〈ぇすぬはくけえ ╉かうきうくけえ
09.00 ╁っしすう
09.10 ╁っしすう さっゅうけく
09.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.00 ╁っしすう
10.15 ぁおけくけきうおぇ
10.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.38 ]こけさす
10.40 ╁っしすう さっゅうけく
11.00 ╁っしすう
11.15 ぁおけくけきうおぇ
11.33 ╇くすっさゃぬの
11.38 ]こけさす
11.40 ╁っしすう さっゅうけく
12.00 ╁っしすう
12.15 ぁおけくけきうおぇ
12.33 ╇くすっさゃぬの
12.38 ]こけさす
12.40 ╁っしすう さっゅうけく
13.00 ╁っしすう
13.15 ぁおけくけきうおぇ
13.33 ╇くすっさゃぬの
13.38 ]こけさす
13.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.00 ╁っしすう
14.15 ぁおけくけきうおぇ
14.33 ╇くすっさゃぬの
14.38 ]こけさす
14.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.50 ╉せかぬすせさぇ
15.00 ╁っしすう
15.15 ぁおけくけきうおぇ
15.33 ╇くすっさゃぬの
15.38 ]こけさす
15.40 ╁っしすう さっゅうけく
15.50 ╉せかぬすせさぇ
16.00 ╁っしすう
16.15 ぁおけくけきうおぇ
16.33 ╇くすっさゃぬの
16.38 ]こけさす
16.40 ╁っしすう さっゅうけく
16.50 ╉せかぬすせさぇ

17.00 ╁っしすう
17.15 ぁおけくけきうおぇ
17.33 ╇くすっさゃぬの
17.38 ]こけさす
17.40 ╁っしすう さっゅうけく
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.15 ぁおけくけきうおぇ
18.33 ╇くすっさゃぬの
18.38 ]こけさす
18.40 ╁っしすう さっゅうけく
18.50 ╉せかぬすせさぇ
19.00 ╁っしすう
19.15 ぁおけくけきうおぇ
19.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.00 ╁っしすう
20.15 ぁおけくけきうおぇ
20.30 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
21.00 ╁っしすう
21.15 ぁおけくけきうおぇ
21.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
22.00 ╁っしすう
22.15 ぁおけくけきうおぇ
22.30 〉╂╋╉: くぇてう くけゃけしすう
22.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
23.00 ╁っしすう
23.20 ぁおけくけきうおぇ
23.40 ╁っしすう さっゅうけく
23.50 ╉せかぬすせさぇ
00.00 ╁っしすう
00.20 ぁおけくけきうおぇ
00.33 ╇くすっさゃぬの
00.40 ╁っしすう さっゅうけく
00.50 ╉せかぬすせさぇ
01.00 ╁っしすう
01.20 ぁおけくけきうおぇ
01.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
01.33 ╇くすっさゃぬの
01.40 ╁っしすう さっゅうけく
01.50 ╉せかぬすせさぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ぁおけくけきうおぇ
02.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
02.33 ╇くすっさゃぬの
02.40 ╁っしすう さっゅうけく
02.50 ╉せかぬすせさぇ
03.00 ╁っしすう
03.20 ぁおけくけきうおぇ
03.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
03.33 ╇くすっさゃぬの
03.40 ╁っしすう さっゅうけく
03.50 ╉せかぬすせさぇ
04.00 ╁っしすう
04.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
04.33 ╇くすっさゃぬの
04.38 ]こけさす
04.40 ╁っしすう さっゅうけく
04.50 ╉せかぬすせさぇ

06.00 Live in Tele club
06.30 ╁せい news
07.00 ]すっさっけ せすさけ
10.00 American idol 11 しっいけく
11.00 Big love chart
12.00 News ぉかけお
12.30 〈けこ-きけょっかぬ
13.25 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
14.25 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ
14.50 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
15.15 》けかけしすはつおぇ
16.05 〈させょくけしすう かのぉゃう
17.00 ]ゃけぉけょっく
17.30 ╉ねて&すさねて

18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 
こけしかっ てけせ

19.00 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
19.20 ╂うきくぇしすおう
20.10 》けかけしすはつおぇ
21.00 ╂けしょっこ. 〈けお-てけせ し ╉しっくうっえ 

]けぉつぇお
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
23.00 ╃させいぬは
23.25 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
23.50 FAQ

00.00 News ぉかけお
00.30 ╀かせょかうゃぇは ╉ぇかうそけさくうは
01.30 ╂けさはつっっ おうくけ
02.00 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
02.30 Music
05.00 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁にぉけさに こさっいうょっくすぇ [けししうえ-

しおけえ 《っょっさぇちうう
08.50 ╁さぇつう
09.35 ╋/そ «╀にかぇ せ しかけくぇ きっつすぇ»
09.45 ╉けきっょうは «]┿╊¨′ ╉[┿]¨〈｠»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╉けきっょうは «╉¨′〈[┿╉〈 ′┿ ╊ぃ-

╀¨╁を»
13.40 Pro あういくぬ
14.30 ]けぉにすうは
14.45 ╃っかけゃぇは ╋けしおゃぇ
15.10 ‶っすさけゃおぇ, 38
15.25 〈/し «╁うけかぇ 〈ぇさぇおぇくけゃぇ. ╁ 

きうさっ こさっしすせこくにた しすさぇしすっえ»

16.30 ╃/そ «‶さけしすけえ さけきぇくすうお ╁ぇかっ-
さうえ ]のすおうく»

17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ╀ぇさにてくは う おせかうくぇさ
18.40 〈/し «[ぇいゃけょ う ょっゃうつぬは そぇきう-

かうは»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 〈/し «『にゅぇくおう»
23.20 ╃/そ «〈ぇすぬはくぇ ╁ぇしうかぬっゃぇ. 〉 

きっくは ぇくゅっかぬしおうえ たぇさぇおすっさ»
00.15 ]けぉにすうは
00.50 ┿ゃすけゅけくおう. ╆ゃっいょに いぇ させかっき
01.35 ╀けっゃうお «╋╄》┿′╇╉»
03.25 ╉けきっょうは «╉¨[¨╊╄╁]╉┿ぅ [╄-

╂┿〈┿»
05.10 ╃/そ «╊のぉけゃぬ ゃけこさっおう»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに
10.00 ╉ぇお ねすけ しょっかぇくけ
10.30 ‶けょけこにすくにえ おさけかうお
11.00 ╃/そ «╁っかうおうえ けぉきぇく. ╋せいっえ 

ゃけっくくにた くぇゅさぇょ»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

]ぇきぇさしおうえ ぉせくおっさ ]すぇかうくぇ. ╋っしすけ, きっ-
くはのとっっ しせょぬぉに»

12.35 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╇くけ-
こかぇくっすはくっ う いけかけすにっ たさぇきに». 4 し.

13.25 〈/し «╋っくすぇかうしす»
15.20 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.15 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに

17.15 ╃/そ «╂せぉうすっかぬくにえ ぉかっしお. 
╉ぇきっは-ゃぇきこうさ»

18.10 〈/し «╁けいょっえしすゃうっ»
19.05 〈/し «╋っくすぇかうしす»
21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╇くけ-

こかぇくっすはくっ う いぇゅぇょけつくにっ さうすせぇかに»
22.00 ╀けっゃうお «╉¨′〈[¨╊を ] ╆╄╋-

╊╇»
23.45 〈/し «╋っょうせき»
00.45 〈さうかかっさ «]╃╄╊╉┿ ] ╃をぅ╁¨-

╊¨╋»
02.30 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

《けさすせくぇ ょかは ういぉさぇくくにた»
03.30 ╃/そ «〈ぇえくにっ いくぇおう. ′っさぇゃくぇは 

したゃぇすおぇ し こけかすっさゅっえしすけき»
04.30 ╃/そ «╆ぇかけあくうおう かせくに»
05.30 ╋せかぬすそうかぬきに

07.00 «╃けぉさけっ せすさけ!» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-
おっ)

09.30 «╃けぉさけっ せすさけ!»
10.30 «╁さっきは ゃにぉけさぇ» 
10.50 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
11.50 «╁っさぬ かのぉゃう きけっえ…» 〈っかっそうかぬき 

(くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ) 
12.40 [っすさけ-おけくちっさす
13.00 «╂けかけゃけかけきおぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-

おっ)
14.00 «╋けかけょけえ ╁けかおけょぇゃ». 〈っかっしっさうぇか  
15.00 «[っおゃういうすに ぉにかけえ しせっすに»
15.15 «┿せさぇ かのぉゃう»
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.20 «╃っさっゃっくしおうっ こけしうょっかおう» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
16.55 «╀にしすさぇは いぇさはょおぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
17.00 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
17.15 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
17.30 «╋けかけょひあくぇは けしすぇくけゃおぇ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
18.00 «╋せいにおぇかぬくぇは こっさっきっくおぇ» 

18.10 «』っさっこぇておう くうくょいは». 〈っかっしっさうぇか
18.30 «╀せょっき いくぇおけきに!» ╋けかけょっあくにえ 

すっかっしっさうぇか 
19.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
19.20 ╂. ╉ぇさうっゃ. «┿さすうしす». ]こっおすぇおかぬ 

〈╂┿〈ぇ うきっくう ╂ぇかうぇしゅぇさぇ ╉ぇきぇかぇ 
20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
20.00 «‶せすうく う 〈ぇすぇさしすぇく»
21.10 «』うしすにっ そぇおすに». ╃けおせきっくすぇかぬくにえ 

そうかぬき
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
22.30 «[けょくぇは いっきかは» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-

おっ)
23.00 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
23.15 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
23.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
00.00 «╋しすうすっかぬ». 》せょけあっしすゃっくくにえ 

そうかぬき
02.00 «┿ゃすけきけぉうかぬ»
02.30 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
03.30 [っすさけ-おけくちっさす 
04.00 «╂けかけゃけかけきおぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-

おっ)
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